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　皆さん、こんにちは。先週の土曜日10日に、山口君、森
藤君、細澤君、實石君でＲＣ駅前花壇の文字にペンキを入
れていただき、剥がれたところが、はっきり見違えるようにな
りました。私は結婚披露宴へ行くため礼服でしたので、何も
お手伝いができませんでした。その場で水をかけて刷毛で
洗った石をガスバーナーで乾かし専用ペンキで文字を入れ
て削り取る石材業、建設業の手際の良さに敬服し感謝します。
ありがとうございます。写真を配布しますのでご覧いただき、
ぜひ駅前の現場でご確認いただくと幸いです。
　業種に限らず近くで見ると驚く技術や発見があると思います。
今日は身近なタクシー会社の話をします。平昌五輪、パラリ
ンピックが終わるといよいよ2020年東京五輪です。時は20
年前の1998年、長野オリンピックの特需でとても効率の良
い外国のメディアからの借り上げ依頼が開催の1か月前に舞
い込みます。しかし「毎日タクシーで病院に通っているおじい
ちゃん、おばあちゃんが心配」と言って、地元優先で海外メディ
アをできるだけ断り最小限の台数で対応し日頃の責務を果た
したそうです。その結果オリンピック期間中の売上は地元で
トップから最下位に転落したそうです。その間、他社はいつ
もの3倍の売上だったそうです。この会社は経営理念を貫き
オリンピック終了後はまたトップに返り咲きました。2012年
には経常利益が7,000万円。2016年のデータでも平均的な
会社の2.5倍を売り上げ、1台あたり月100万円、年間売上
13億5,000万円でした。離職率がわずか1.5％です。「お客
様が先、利益は後」の経営理念を参考にさせていただきます。
　京都のＭＫタクシーも有名ですが、長野でこの会社の評
判を聞くと、「県内で1番」とか「朝からこのタクシーに乗ると1
日が気持ち良い」とか中には「街中でタクシーを見かけただ
けで気分が良い」という人までいるそうです。駅前で待機して
いる車はなく9割が電話による配車です。わざわざ30分、1
時間待つ人もいるそうです。乗り合いタクシーを使って自宅
から日帰り旅行ができる「咲いたら行くお花見ツアー」という
企画も業界初でヒットしています。ここまで至るにはいろいろ
な苦労があり試行錯誤の毎日だと思います。会社は長野駅
付近、善光寺が地元の中央タクシーという名称です。善光
寺参りの際は、一度乗車して参考にしていきたいと思います。

他ＲＣ出席  服部君（3.13沼津北）

欠席者（6名）
北澤君、大熊君、清君、杉山君、
峯尾君、金子君
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3月30日（金）
　ＰＥＴＳ報告
 次年度会長　　細澤　哲哉君

会員誕生日　山本　洋祐君、髙地　尚之君
配偶者誕生日　勝呂　弥生様（衛君）
結婚記念日　吉野　聖一君、能見　哲理君、
　　　　　　石渡　保宣君

4月6日（金）　裁量休会

 会員　大村　愛美君
「我が家の愛犬」
　私の家は独身ならば大丈夫というくらいの狭い間
取りなのですが、この家に去年10月、甲斐犬のメ
スの子犬がやってきました。

　甲斐の国の山間部が発祥の地のことから名前が
ついた甲斐犬は、かつてはマタギ犬として活躍して
いたそうです。体格は柴犬よりも一回り大きく、毛の
色は黒虎、茶虎、赤虎といわれる虎のような縞模
様が浮き出るのが特徴です。性格は、多くの日本
犬がそうなように飼い主に忠誠心が強く、無駄吠え
もしません。狩りをするだけあって、ジャンプ力がす
ごく、俊敏な犬です。

　今回初めて犬を室内飼いをしていますが、部屋
にいつも犬がいる生活は予想を超えて楽しいもので
す。格段に夫婦の会話と笑顔が増えました。

　また沼津には千本松原、愛鷹運動公園、我入道
公園など、犬とのお出かけスポット が多いのですが、
初めて歩く場所もあり、犬のおかげで海、山、川と
いう自然豊かな沼津の魅力を再発見できたことも大
きな収穫です。

　犬の寿命は長くて15年。少しでも長く我が家の福
犬すずちゃんとの楽しい時間が続くことを願うばかり
です。

会員　会員　大村　愛美君

 会員　峯村祐紀子君
　本年度、次年度のＲ財団委員長を仰せつかって
おります。Ｒ財団の補助金の関係は奥が深く、初回
のセミナーでは理解できませんでしたが、回を重ね
るうちにまた、セミナーの出席報告をすることで多
少理解できるようになってきました。

　先日、3/3地区補助金管理セミナーに出席してき
ました。本年度はミシン2台をこの地区補助金事業
としてプラサーザ大泉様に贈呈しました。次年度に
つきましても既に活動が始まりました。ボランティア
をするために皆様からご寄付をいただき、このプロ
ジェクトは3年前（野口Ｇ年度）の年次寄付の50％
と、恒久基金の前年度の運用収益50％が合計され
たものが資金となります。総事業費の50％を上限と
する中でクラブの会員数により、上限額が決定しま
す。本年度は51名以上のクラブは上限一律30万
円の補助でしたが、次年度は3年前の野口Ｇ年度
の実績が良かったため、71名以上で40万円、91
名以上で50万円の枠が増設されました。沼津ＲＣ
では総事業費40万円で上限20万円の予算で考え
ています。3年後のためにも引き続き皆様のご寄付
をお願いします。

　また、Ｒ財団委員会ではオリコのロータリーカー
ドの加入をお願いしています。申込方法は以前にも
ご紹介しましたが、「ロータリーカード」で検索し、
地区コード2620、沼津クラブコード14345を入れ
て申し込みができます。ロータリアン個人の場合、
年会費無料で、カードショッピングで0.3％が財団
への寄付となり、ポイントは年次寄付に交換可能で
す。年次寄付は150$/1人、エンドポリオ30$/1人
も合わせてお願いしたいと思います。

会員　峯村祐紀子君会員リレートーク会員リレートーク

１ ．例会変更のお知らせ
　富 士 宮 西…4/20（金）は例会場変更
２ ．3/23（金）第2回次期Ｇ補佐会議
⇒ 山口次期Ｇ補佐　1名出席予定
３ ．3/24（土）ＰＥＴＳ・会長エレクト研修セミナー
⇒ 細澤君・大村君・積君・山口君・山本君　5名
出席予定
４ ．4/1（日）千本清掃奉仕・「千本をよくする会」
総会のお知らせ

藤田君…2年9ヶ月の短い間でしたが、皆様に大変
お世話になりました。沼津ＲＣ及び皆様の益々のご
発展とご健康をお祈りいたします。ありがとうござい
ました。
野口君…3/11に行いましたゴルフコンペに参加さ
せていただきました。「偶然」ニアピン賞とドラコン
賞をいただくことになってしまいました。楽しかった
です。ありがとうございました。
渡邉（真）君…妻の誕生日プレゼント、ありがとうご
ざいます。
吉野君…3/11ゴルフコンペ女性2名パートナーに
恵まれ優勝しました。本日のリレートーク大村さん、
峯村さんの女性2名です。ありがとうございます。

　ようやく春の暖かさが感じられるようになったこの
季節、恒例の親睦ゴルフコンペが開催されました。
皆さん生き生きとプレーし、結果は、優勝吉野君、
2位實石君、3位三好君となりました。参加者の皆様、
お疲れ様でした。

参加者　吉野君、實石君、三好君、大友君、渡邉
（真）君、森藤君、大村君、渡邊（洋）君、野口君、
森藤真以様、古賀ゆり子様

沼津ＲＣ親睦ゴルフコンペ開催
2018.3.11㈰　於：沼津ゴルフクラブ

ロータリーの標語

超我の奉仕
Service Above Self
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